
№ 社名 住所

1 北央信用組合 北海道札幌市中央区南一条西８－７－１
2 札幌中央信用組合 北海道札幌市中央区南二条西２－１２
3 ウリ信用組合 北海道札幌市中央区大通西１２－４－７０
4 函館商工信用組合 北海道函館市千歳町９－６
5 空知商工信用組合 北海道美唄市西二条南２－１－１
6 十勝信用組合 北海道帯広市大通南９－２０
7 釧路信用組合 北海道釧路市北大通９－２
8 青森県信用組合 青森県青森市大字浜田字玉川２０７－１
9 杜陵信用組合 岩手県盛岡市内丸１０－１岩手県庁内
10 岩手県医師信用組合 岩手県盛岡市菜園２－８－２０
11 石巻商工信用組合 宮城県石巻市中央２－１１－５
12 古川信用組合 宮城県大崎市古川十日町７－８
13 仙北信用組合 宮城県栗原市若柳字川北中町１１
14 秋田県信用組合 秋田県秋田市南通亀の町４－５
15 北郡信用組合 山形県村山市楯岡晦日町１－８
16 山形中央信用組合 山形県長井市本町１－３－３
17 山形第一信用組合 山形県東置賜郡高畠町大字高畠６８７
18 山形県医師信用組合 山形県山形市松栄１－６－７３
19 福島県商工信用組合 福島県郡山市堂前町７－７
20 いわき信用組合 福島県いわき市小名浜花畑町２－５
21 相双五城信用組合 福島県相馬市中村字大町６９
22 会津商工信用組合 福島県会津若松市中央１－１－３０
23 茨城県信用組合 茨城県水戸市大町２－３－１２
24 真岡信用組合 栃木県真岡市並木町１－１３－１
25 那須信用組合 栃木県那須塩原市永田町６－９
26 あかぎ信用組合 群馬県伊勢崎市緑町５－５
27 群馬県信用組合 群馬県富岡市七日市８７１－１
28 ぐんまみらい信用組合 群馬県高崎市田町１２５
29 群馬県医師信用組合 群馬県前橋市千代田町１－７－４
30 埼玉県医師信用組合 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－５－１
31 熊谷商工信用組合 埼玉県熊谷市本町２－５７
32 埼玉信用組合 埼玉県本庄市児玉町児玉４４－１６
33 房総信用組合 千葉県茂原市高師町１－１０－５
34 銚子商工信用組合 千葉県銚子市東芝町１－１５
35 君津信用組合 千葉県木更津市潮見３－３
36 あすか信用組合 東京都新宿区歌舞伎町２－３２－９
37 全東栄信用組合 東京都豊島区池袋本町４－３７－９
38 東浴信用組合 東京都千代田区東神田１－１０－２
39 文化産業信用組合 東京都千代田区神田神保町1-101神保町101ビル
40 東京証券信用組合 東京都中央区日本橋茅場町１－５－８東京証券会館3階
41 東京厚生信用組合 東京都新宿区西新宿６－２－１８
42 東信用組合 東京都墨田区吾妻橋１－５－３
43 江東信用組合 東京都江東区住吉２－６－８
44 青和信用組合 東京都葛飾区高砂２－４０－４
45 中ノ郷信用組合 東京都墨田区東駒形４－５－４
46 共立信用組合 東京都大田区大森西１－７－２
47 七島信用組合 東京都大島町元町４－１－３
48 大東京信用組合 東京都港区東新橋２－６－１０
49 第一勧業信用組合 東京都新宿区四谷２－１３
50 北部信用組合 東京都台東区雷門２－２－１０
51 警視庁職員信用組合 東京都千代田区霞ヶ関２－１－１警視庁本部内
52 甲子信用組合 東京都千代田区内神田１－１－１２コープビル５階
53 東京消防信用組合 東京都千代田区大手町１－３－５東京消防庁内
54 東京都職員信用組合 東京都新宿区西新宿２－８－１東京都庁内
55 ハナ信用組合 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２９－１０
56 朝日新聞信用組合 東京都中央区築地5-3-2朝日新聞東京本社内
57 神奈川県医師信用組合 横浜市中区花咲町２－６９－４
58 神奈川県歯科医師信用組合 横浜市中区住吉町６－６８－２
59 横浜中央信用組合 横浜市中区蓬莱町２－３
60 信用組合横浜華銀 横浜市中区山下町１５４
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61 小田原第一信用組合 神奈川県小田原市栄町２－９－３５
62 相愛信用組合 神奈川県愛甲郡愛川町半原４１７７
63 静岡県医師信用組合 静岡市葵区鷹匠３－６－３
64 新潟縣信用組合 新潟市中央区営所通一番町３０２－１
65 新潟鉄道信用組合 新潟市中央区弁天３－１－３
66 興栄信用組合 新潟市西区内野町１０６６
67 新栄信用組合 新潟市江南区旭２－１－２
68 さくらの街信用組合 新潟県五泉市吉沢２－１－３０
69 協栄信用組合 新潟県燕市東太田６９８４
70 三條信用組合 新潟県三条市興野３－１１－１２
71 巻信用組合 新潟市西蒲区巻甲4180－1
72 新潟大栄信用組合 新潟県燕市分水桜町1-4-14
73 塩沢信用組合 新潟県南魚沼市塩沢1221-4
74 糸魚川信用組合 新潟県糸魚川市南寺町１－８－４１
75 山梨県民信用組合 山梨県甲府市相生1-2-34
76 都留信用組合 山梨県富士吉田市下吉田２－１９－１１
77 長野県信用組合 長野市新田町１１０３－１
78 富山県医師信用組合 富山市蜷川３３６
79 富山県信用組合 富山県砺波市栄町５－２６
80 金沢中央信用組合 石川県金沢市上近江町１５
81 石川県医師信用組合 石川県金沢市鞍月東2-48
82 福泉信用組合 福井市大手３－１７－１福井県庁内
83 福井県医師信用組合 福井市大願寺３－４－１０
84 丸八信用組合 名古屋市中区三の丸３－１－１名古屋市役所内
85 信用組合愛知商銀 名古屋市中村区則武１－５－１
86 愛知県警察信用組合 名古屋市中区三の丸２－１－１愛知県警察本部内
87 名古屋青果物信用組合 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７北部市場内
88 愛知県医療信用組合 名古屋市中区丸の内３－５－１８
89 愛知県医師信用組合 名古屋市中区栄４－１４－２８
90 豊橋商工信用組合 愛知県豊橋市前田町１－９－４
91 愛知県中央信用組合 愛知県碧南市栄町２－４１
92 三河信用組合 愛知県蒲郡市神明町１２－２０
93 岐阜商工信用組合 岐阜市今沢町１７
94 イオ信用組合 名古屋市中村区名駅４－２２－２２
95 岐阜県医師信用組合 岐阜市藪田南３－５－１１
96 飛騨信用組合 岐阜県高山市花岡町１－１３－１
97 益田信用組合 岐阜県下呂市森６９０－１
98 三重県職員信用組合 三重県津市広明町１３
99 滋賀県民信用組合 滋賀県大津市梅林１－３－１０
100 滋賀県信用組合 滋賀県甲賀市水口町八光２－４５
101 京滋信用組合 京都市右京区西院三蔵町２０－２
102 近畿産業信用組合 大阪市天王寺区筆ヶ崎町２－８
103 大同信用組合 大阪市西区北堀江１－４－３
104 成協信用組合 大阪府東大阪市足代南１－１１－９
105 大阪協栄信用組合 大阪市中央区日本橋２－９－１８
106 大阪貯蓄信用組合 大阪市淀川区西三国１－２１－４０
107 のぞみ信用組合 大阪市中央区内本町２－３－５
108 中央信用組合 大阪市福島区野田１－１－８６中央卸売市場本場内
109 大阪府医師信用組合 大阪市天王寺区清水谷町１９－１４
110 大阪府警察信用組合 大阪市中央区大手前３－１－１１大阪府警察本部内
111 毎日信用組合 大阪市北区梅田３－４－５毎日新聞大阪本社内
112 ミレ信用組合 大阪市北区中崎１－５－１８
113 兵庫県警察信用組合 神戸市中央区下山手通５－１－６
114 兵庫県医療信用組合 神戸市中央区磯上通３－２－１７
115 兵庫県信用組合 神戸市中央区栄町通３－４－１７
116 神戸市職員信用組合 神戸市中央区加納町６－５－１
117 淡陽信用組合 兵庫県洲本市栄町１－３－１７
118 兵庫ひまわり信用組合 神戸市長田区松野通１－３－２
119 和歌山県医師信用組合 和歌山市吹上１－２－４
120 島根益田信用組合 島根県益田市駅前町１４－２３
121 朝銀西信用組合 広島市南区西荒神町1-38
122 信用組合岡山商銀 岡山市北区野田２－７－９
123 笠岡信用組合 岡山県笠岡市笠岡２３８８－４０
124 広島市信用組合 広島市中区袋町３－１７
125 広島県信用組合 広島市中区富士見町１－１７



126 信用組合広島商銀 広島市中区西平塚町４－１２
127 呉市職員信用組合 広島県呉市中央４－１－６呉市役所８階
128 両備信用組合 広島県府中市元町４６２－１０
129 備後信用組合 広島県福山市野上町３－２－３
130 山口県信用組合 山口県山陽小野田市中央１－２－４０
131 香川県信用組合 香川県高松市亀井町９－１０
132 土佐信用組合 高知県土佐市高岡町甲２１３７－１
133 宿毛商銀信用組合 高知県宿毛市小筑紫町小筑紫２６７－６
134 福岡県庁信用組合 福岡市博多区東公園７－７
135 福岡県医師信用組合 福岡市博多区博多駅南２－９－３０福岡県メディカルセンタービル3階
136 福岡県南部信用組合 福岡県久留米市合川町字十三部３１－３
137 福岡県中央信用組合 福岡市中央区赤坂１－１０－１７
138 とびうめ信用組合 福岡市博多区博多駅東１－１０－１
139 佐賀県医師信用組合 佐賀県佐賀市新中町２－１５
140 佐賀東信用組合 佐賀県佐賀市神野東２－３－１
141 佐賀西信用組合 佐賀県鹿島市大字高津原４３６９－１
142 長崎三菱信用組合 長崎市水の浦町１－２
143 長崎県医師信用組合 長崎市茂里町３－２７
144 長崎県民信用組合 長崎県佐世保市下京町８－１５
145 佐世保中央信用組合 長崎県佐世保市宮崎町３－１８
146 福江信用組合 長崎県五島市中央町８－１５
147 九州幸銀信用組合 福岡市博多区博多駅南２－２－１２
148 熊本県医師信用組合 熊本市中央区花畑町１－１３
149 熊本県信用組合 熊本市中央区紺屋今町１－１シティ12ビル
150 大分県信用組合 大分市中島西２－４－１
151 宮崎県南部信用組合 宮崎県日南市南郷町中村乙８２４１－２
152 鹿児島興業信用組合 鹿児島市東千石町１７－１１
153 鹿児島県医師信用組合 鹿児島市中央町８－１
154 奄美信用組合 鹿児島県奄美市名瀬幸町６－５
155 全国信用協同組合連合会 東京都中央区京橋１－９－１


